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富山銀行の SDGs
地域の活性化のための取組み状況

▶ 『地方創生に向けたSDGsの推進に関する包括提携協定』に基づく取組み
　当行は、2020年10月に南砺市と締結した『地方創生に向けたSDGsの推進に関する包括提携協定』のうち、「地域におけ
る産業の振興並びに雇用の維持及び拡大に関する事項」・「移住及び定住並びにUIJターンの促進に関する事項」にかかる取
組みとして、令和3年度南砺市「副業」応援市民プロジェクト事業を共同で実施しています。

　また、新しい商流の創出による地域活性化への取組み
として、南砺市と株式会社アペックスグループ（金沢市）
のコーディネートを当行が実施したことにより、南砺市
と金沢市を結ぶ無料巡回バス「ラン♪Run♪Bus」の運行
を開始する運びとなりました。県をまたいだ無料巡回バ
スは全国初の取組みとなります。
　当行は、地方銀行として求められている金融仲介機能
を発揮しながら、今後も地域活性化につながる取組みを
積極的に行ってまいります。

南砺市「副業」応援市民プロジェクト 「ラン♪Run♪Bus」開通記念セレモニー

　地元出身のアーティストを応援すると共に、コロナ禍で停滞していた芸術・
文化イベント等の再興と発展を支援することを目的として、射水市出身で欧
州を中心に活躍するオペラ歌手である澤武紀行（さわぶのりゆき）氏を、オフィ
シャルパートナーとして起用しました。
　当行イメージCMやカレンダーへの出演のほか、詐欺被害防止活動、文化振
興や地域活性化など、幅広い分野で連携していく予定です。
　当行は、今後も地域活性化や、芸術・文化振興の支援に関する活動に積極的
に取り組んでまいります。

▶ オフィシャルパートナーとの連携により芸術・文化活動を支援

当行イメージCM
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地域との共通価値の創造

環境保全

事業性評価に基づく融資や各種ファンド等の活用、ならびに起業・創
業・販路拡大・事業承継等企業のライフステージに応じた高度なコンサル
ティング機能の提供を通じて、地域やお客さまとの共通価値の創造に取り
組んでいます。
「課題解決⇒地域経済・社会の活性化⇒企業価値向上」の好循環を創出
するとともに、SDGｓ達成に取り組み、持続可能な社会の実現を目指して
まいります。

中小企業診断士や医療経営士等の資格を持つ行員
が、外部機関や専門家と連携し、お客さまの経営戦略、
M&A、事業承継、海外進出等の幅広いニーズに対し、
成長段階に応じたさまざまな課題解決へのご提案・
サービス提供を行っています。
当行は、質の高い金融サービスの提供を通じて、持
続可能な地域経済・社会の発展に貢献してまいります。

介護事業者や介護事業に参入予定のお客さま向けに、「介護事
業経営講座」を開催しています。介護事業に詳しい外部講師を招
き、法改正の動向や対応策など時事の課題をクローズアップした
テーマで講座を行っています。また、医療福祉分野を成長分野と
して捉え、事業者への融資のほか、ソリューションサポートやコ
ンサルティング提案なども積極的に行っています。
身近にできる地域貢献として、役職員による献血活動を行って

います。
当行は、今後も地域の持続可能性確保のための活動を継続し

てまいります。

環境保全（SDGｓ）への取組みを推進し、持続可能な社会の実現に資す
る活動の支援を行い、お客さまとともにSDGｓの目標を達成することを目
的として、「富山銀行SDGｓ私募債」、「富山銀行エコ私募債」および「SDGｓ
推進ローン」の取扱いをしています。
また、地域社会の一員として、全役職員を挙げて社会貢献に繋がる行事への

参加や地域交流、ボランティア清掃活動等に積極的に取り組んでいます。 ビジネスマッチング提案数の推移

教育文化

医療福祉

顧客価値の創造
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森林環境保全活動 海岸清掃活動 次世代販路拡大セミナー

介護事業経営講座

大学寄附講義 ポエム教室

献血活動
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金融教育として、県内の大学において、全15回にわたり、当行
頭取をはじめ役職員らが講師を務める寄附講義「銀行論」を開催
しています。
文化創造として、県内の小・中学校などで、直木賞作家のねじ

め正一氏を講師とする「ポエム教室」を開催しています。
当行は、このほか、「夢作文」や「ジョブキッズとやま」など、
金融教育や文化創造に関する活動に積極的に取り組んでいます。
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当行の
企業価値向上

ＳＤＧｓ推進プロジェクトのあゆみ
～ 地域の未来を、共に創る ～
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　本店ビルが、令和2年度「景観広告とやま賞」において、最高賞である「景観広告大賞【富山県知事賞】」を受賞しました。
　「景観広告とやま賞」は、地域の特性を生かした良好な景観の保全・創造のため、周囲の景観に調和・配慮された屋外広告物で、
優れた作品が表彰されるものです。
　また、本店ビルでは、新型コロナウイルス感染
症の影響から中止となった「高岡七夕まつり」の
市民文化を継続することを目的に、高岡七夕ま
つり実行委員会の「七夕文化をつなぐ」事業と連
携し、七夕まつりをイメージしたライトアップ
を実施しました。
　当行は今後も、ライトアップ等を通じた地域
の賑わい創出に貢献してまいります。

富山銀行の SDGs

地域の賑わい創出のための取組み状況02
本店ビルが「景観広告大賞【富山県知事賞】」を受賞

持続可能な地域づくりのための取組み状況01

　「SDGsの推進に関する地域包括連携協定」を締結している当
行と南砺市が連携し、市が国から「SDGs（持続可能な開発目標）
未来都市」に選定されたことを示す独自のロゴマークを発表し
ました。
　学生を対象としたロゴマークのデザイン募集には、全国から
多数の応募があり、五箇山民謡「こきりこ」で使われる独特の楽
器「ささら」をモチーフとする作品が最優秀賞に選ばれました。
国際的な目標であるSDGsには言語や文化を超える「音の力」が
相応しいとの考えから、「ささら」をモチーフに選び、SDGsが掲
げる17の目標を表す17色を組み合わせたマークがデザインさ
れました。
　当行は今後も、持続可能な地域づくりに貢献してまいります。

「SDGsの推進に関する地域包括連携協定」に基づき、ロゴマーク発表を支援
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富山銀行

ＳＤＧｓ推進プロジェクト、始動！
～ 未来を創る、ともに創る ～

『SDGs推進プロジェクトチーム』発足

『お客さま』とともに

2021年1月、SDGs推進強化に向けて、
中沖頭取を委員長とし、組織横断的で多
様性のあるメンバーで構成された、「SDGs
推進プロジェクトチーム」を行内に立ち上
げました。
当行は、経営理念のもと、SDGs（持続
可能な開発目標）達成に向け、企業活動
を通じて取り組むことで、『持続可能な社
会の実現と社会との共通価値の創造』に
努めてまいります。 SDGs推進プロジェクト会議の様子

多様な価値観やライフスタイルを尊重
する観点から、住宅ローンの連帯保証に
おける配偶者の定義に"同性パートナー"を
含める取扱いを開始しました。

中小企業診断士や医療経営士等の資格
を持つ行員が、外部機関や専門家と連携
し、お客さまの経営戦略、M&A、事業承
継、海外進出等の幅広いニーズに対し、
成長段階に応じたさまざまな課題解決へ
のご提案・サービス提供を行っています。
当行は、質の高い金融サービスの提供

を通じて、『持続可能な地域経済・社会の
発展』に貢献してまいります。

SDGs私募債の取扱いを開始しました。
私募債発行を通じて地域経済の発展や
産業振興に貢献し、魅力ある持続可能な
地域社会の実現に取り組んでまいります。
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ソリューション・サポートの強化

SDGs私募債の取扱い開始

LGBT配慮型住宅ローンの取扱い開始

809
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顧客 地域
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株員

４つのステークホルダーとともに
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●  「ジョブキッズとやま」や「夢作文」、
「ポエム大賞」等、地域の児童や生
徒の学ぶ機会等の創出

●  季節に合わせたライトアップ等の実
施による地域の賑わい創出

● 地域の大学における寄附講義の実施
●  HPや各広報誌等での情報発信の充実

● 21世紀金融行動原則への署名
● 環境に配慮した店舗づくり
● 行用車へのエコカーの導入
● ペーパーレス・WEB会議等の推進
● クールビズ・ウォームビズの実施

2021年４月、10年ぶりに人事制度を
大幅刷新しました。コロナ禍でキャリア
への意識が変わる中、昇進・昇格へのイ
ンセンティブ向上等を盛り込んでいます。
また、行員の評価基準を、顧客サービ
スへの貢献度や事務効率化等、定性的成
果を重視する内容に変更しました。
当行は、職員の多様性や個性等を尊重

した働き方を実現し、『働きがいのある
職場環境創り』に努めてまいります。

2017年６月にダイバーシティ推進室を創設
し、産休・育休中の行員へのサポート体制強化
や子育てと両立しやすい就業形態の整備促進
等の取組みを強化してきた結果、女性行員の
活躍するフィールドは拡大してきております。
当行は、全ての職員が働きがいをもって活躍

するとともに、子育てや介護と仕事の両立が図ら
れ、安心して働くことができるよう、人材育成・
環境整備・機会提供に取り組んでまいります。

SDGs（持続可能な開発目標）とは、2001年に策定されたミレニ
アム国際目標（NDGs）の後継として、2015年９月の国連総会で採
択された「持続可能な開発のための2030アジェンダ」に記載された、
2016年から2030年までの国際目標です。
持続可能な世界を実現するための17のゴール・169のターゲット

で構成され、地球上の誰一人として取り残さない（leave no one 
behind）ことを誓っています。

『私たちが目指す2030年の世界のあるべき姿』

電子マガジンラック
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『地域・株主』とともに

『職員』とともに
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環境保全への取組み

「人事制度」を大幅刷新 女性活躍推進への取組み

地域貢献への取組み

SDGs（持続可能な開発目標）とは…
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